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10年先も勝ち残る会計事務所になるため

なぜクラウド記帳ソフトが必要なのか？ 
会計事務所の生産性は定型業務の効率化にかかっています。今後激しい
競争が強いられる会計事務所業界で、いつまでも付加価値の低い記帳
代行に時間と労力を使っている場合ではありません。 

クラウド記帳ソフトで定型業務を効率化し、10年先も勝ち残る会計事
務所を作りましょう。 

生産性向上のための分業化 
生産性のポイントは業務の分業化です。これまで会計事務所の業務は職
員のスキルと経験に依存していたため分業化が進みませんでした。また、
分業できるのは規模の大きな会計事務所に限られていたので、小規模
な会計事務所は煩雑な定型業務に忙殺され、抜け出られません。 

クラウド記帳ソフトは必要な時に必要なだけ利用できる記帳の自動化
ツールです。小さな会計事務所でも利用できるので、これまで職員がい
なくて断っていた新規顧客を逃すことはありません。

新規のお客さんを 
獲得したぞ

社員が増えないと 
受けられません

これまでの

営業に 
いってきます！

資格を取って 
新規担当します！

セミナーを開いて 
もっと集客するぞ！

これから
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会計事務所がイヤなことは顧問先にとってもイヤなこと

スキャンするだけで仕訳を生成 
STREAMEDの使い方は簡単。スキャナで領収書・請求書・通帳を読み
込むだけで正確にデータ化し、仕訳として会計ソフトにインポートでき
ます。 

最大の特徴は手書きの領収書でも正確にデータ化できる「人力OCR」。
これまでITの限界だった手書きの文字認識も、アナログの手作業と組
み合わせることで、安くて早くデータ化ができます。 

顧問先にスキャナを渡してクラウド自計化 
STREAMEDはクラウドソフトなので、IDとパスワードでどこからでも
ログインできます。顧問先のお客様にスキャナを渡して毎月スキャンし
てもらえば、入力を自動化できるだけでなく、会計事務所に紙が集ま
らない仕組みを作ることができます。 

もちろん、記帳代行として預かった証憑のデータ化ツールとして会計事
務所の中だけでご利用いただくことも可能です。

是非、自計化 
しましょう！

本業が忙しくて 
無理です

書類の山

わたしに 
お任せください
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領収書・請求書・通帳といった証憑をスキャ
ナで読み取るだけで、オペレーターがあなた
の代わりにデータ化してお返しします。オペ
レーターへの指示の電話も不要です。 

100枚の領収書をスキャンするのに10分程度。
スキャンしてから、わずか1営業日以内にデー
タ化が完了します。 

インターネットに繋がっているパソコンとス
キャナがあれば、どこからでも証憑をデータ
化できるので、顧問先のオフィスに訪問した
際にその場でスキャンしてデータ化すること
も可能です。

スキャンして1営業日で仕訳を生成

証憑をスキャン オペレーターが 
代わりにデータ化

パソコンで 
ダウンロード

一般的なスキャンによるデータ化サービスで
は文字化けが多く発生し、結局後から修正が
必要になりますが、STREAMEDではそんな
心配がいりません。 

STREAMEDでは機械による文字認識（OCR）
ではなく、オペレーターが入力し、二重チェッ
クをしてお返ししているので、手書きの領収
書でも99.9%正確にデータ化ができます。 

また、STREAMEDでスキャンすれば、預金
通帳のデータ化も可能です。日付や金額と
いった数字だけでなく、摘要欄の半角カタカ
ナも正確にデータ化ができます。

データ化が完了するとメールで完了通知が届
きます。STREAMEDにログインすると、証
憑の画像と入力結果が確認できます。 

データ化される項目は日付、摘要（支払先の
名称）、金額と勘定科目です。支払先の業種
に応じて借方勘定科目が割り当てられ、貸方
勘定科目は領収書の場合は現金、請求書の場
合は未払金として仕訳されます。修正や追記
が必要な場合は、その場で編集が可能です。
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スキャンした画像はすぐさまSTREAMEDのク
ラウドサーバーに保存されて、データ入力担
当のオペレーターに瞬時に受け渡されます。 

また、オペレーターがデータ入力を完了する
と同時に、お客様に作業完了通知メールが届
きます。

どこよりも早く、安く、正確にデータができる理由

クラウドサーバーで 
データを瞬時に共有

海外の日本語スタッフが 
正確に入力します

仕訳を学習する 
独自のシステム

日本語検定を合格し、日本の名刺や伝票の入
力を経験したスタッフのみで構成されるベト
ナムのオペレーション体制で行っています。
常に20名のスタッフが待機しており、お客様
から画像が届くとすぐに作業開始します。 

ICカードによる入室管理、スマホやUSBメモ
リの持ち込み禁止などセキュリティ管理を徹
底しています。

STREAMEDでは、独自に開発された仕訳判
定システムによって行っています。 

システムであるメリットを活かし、お客様自
身がSTREAMEDに仕訳を学習させることも
可能です。数をこなせばこなすほどスピード
と正確性があがります。
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正確に自動データ化できる証憑の種類

レシート

手書きの領収書

請求書 預金通帳
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パソコン画面で素早く確認＆編集

摘要（支払先） ：支払先の名称が入力されます。交通費の場合は電車、タクシー、駐車場といった分類名が入力されます。  

日付 ：領収書の支払日付が入力されます。                    

合計金額 ：税込み合計金額が入力されます。会計ソフトへの出力時に消費税が出力されます。            

借方勘定科目 ：STREAMEDの仕訳判定システムによって勘定科目が入力されます。     

貸方勘定科目 ：領収書の場合は現金、請求書の場合は未払金として入力されます。後から一括で変更も可能です。    
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電気代、水道代、電話代など、何度も繰り返
す仕訳はSTREAMEDに学習させましょう。
一度学習させれば、次から同じ証憑をスキャ
ンした際に、学習させた通りに仕訳を返して
くれるようになります。

効率的に仕訳をチェックする仕組み

繰り返す仕訳を自動化できる学習機能

要確認マークでチェック漏れを防止
例えば、1万円以上の飲食代、10万円以上の
高額な物品購入といった、よく行う仕訳の
チェックパターンを設定すると、当てはまる
証憑をスキャンしたら一覧で要確認マークが
点灯するので、大量の仕訳の中から確認すべ
きものが発見しやすくなります。
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お使いの会計ソフト形式で出力できます

8月予定
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ツールのご案内

iPhone版 Android版ウェブ版 アップローダー

パソコンのブラウザから利用する、
STREAMEDでメインで使うアプリ
です。スキャンした証憑のアップロー
ド、仕訳の確認、編集、出力など
を行います。 

Mac、Windows7以降に対応。

証憑のスキャンとアップロードに
特化したWindowsソフトです。

ダウンロードログイン

主に顧問先のお客様にご利用いた
だくためのスマートフォンアプリ
です。領収書の自動データ化と交
通費の記録が可能です。

iPhone版と同様の機能が使える、
顧問先のお客様用のアプリです。

家計事務所プランの方は共通のメールアドレスとパスワードでご利用いただけます。

https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/kuraudo-jing-fei-qing-suanapuri/id814942928?mt=8&amp;ign-mpt=uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klavisinc.android.streamed
http://streamedup.com/help/352
http://streamedup.com/help/352
http://streamedup.com/help/352
https://ssl.streamedup.com/webclient/
https://ssl.streamedup.com/webclient/
https://ssl.streamedup.com/webclient/
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400gと軽量で持ち運びに便利な小型スキャ
ナ。領収書の2枚同時挿しで読み込みが可能
です。サイズの小さい領収書でも預金通帳で
もスキャンできるので、これ1台あれば全て
カバーできます。 

領収書100枚のスキャン時間は10分です。

スキャナのご案内

ScanSnap iX100 ScanSnap iX500 タブレットセット

トレイにセットしてまとめて読み込む据え置
き型スキャナ。サイズを揃えてスキャンする
とiX100よりも高速にスキャンできるので、
iX100との併用をお勧めします。 

領収書100枚のスキャン時間は5分です。

ドライバなど必要な環境をセットアップ済み
のタブレットとScanSnap iX100のセットで
す。このセットがあれば、あとは事務所のイ
ンターネットに接続するだけですぐにスキャ
ンと自動データ化がご利用いただけます。

メーカー希望価格：22,000円（税別） メーカー希望価格：48,000円（税別） 販売価格：79,800円（税別）

（8月下旬～）

STREAMEDのご利用には別売りのスキャナをご用意ください。STREAMEDにログイン後に販売もしております。
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導入事例： 辻・本郷 税理士法人 様

辻・本郷 税理士法人 - 遠藤豊子 様 

職員：600名

アナログな記帳業務のデジタル化は永遠のテーマだったと語る遠藤様。「STREAMED」が会計事
務所プランとしてのパッケージ化が整う以前から現場で導入いただいたお客様です。 

全国に40支部を抱える辻・本郷 税理士法人様にとって、業務の生産性は重要な経営課題です。既
に多くのプロセスで業務の分業化を行い、それに伴ってITの導入も積極的に行われています。そん
な辻・本郷 税理士法人様でも頭を悩ませていたのが紙に関わるアナログ業務。海外でのオペレー
ション拠点の設立や、OCRによる自動文字認識にも取り組んでこられましたが、70％のクオリティ
では意味が無いと、いずれも決め手に欠けていました。 

将来、紙の会計業務は必ずデジタル化に向かうという先見の元、99％のデータを低コストで生成
できる「STREAMED」を試用し、現在では「STREAMED」を扱うチームを編成されるまでにな
りました。全国の支部にもスキャナを設置。日頃から書類の電子化を普及すると共に、社内に
「STREAMED」のエキスパートを育て、広めていく計画です。 

遠藤様の本当の目標は効率化によって余力を作り、若い職員に難易度の高い業務をチャレンジさ
せて人材の芽を育てていくこと。「STREAMED」は記帳の生産性向上によって、そんな遠藤様の
人材育成の基盤作りをサポートしています。

10年以上前からずっと待っていたアナログをデジタル化するツール
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導入事例： 高敏晴会計事務所 様

高敏晴会計事務所  -  高敏晴 様 

職員：1名

大手監査法人から独立し、開業された高敏晴会計事務所でSTREAMEDが使われています。 

「お客様の軍師」が高様のポリシー。そんな彼にとって欠かせない武器がクラウド記帳ソフト
「STREAMED」。これまで手入力せざるを得なかった記帳が自動化できる、これがあれば1人で
も高いパフォーマンスが発揮できると、開業当初からSTREAMEDをご活用いただいています。 

お客様が新規法人を設立する際は、クラウド会計ソフトとセットで提案・導入し、月次のデータ
が全てクラウドで集約できるように徹底しています。外出が多い高様にとって、データをクラウド
で預けることは必須条件でした。 

「記帳代行として引き受けるか、お客様にスキャンしてもらうかは、設立時のオプションとして提
示して、お客様に選んでいただいています」とのこと。事業を立ち上げたばかりで忙しい経営者の
共通の悩みである月次の経費精算と記帳がスキャンするだけで済んで、なおかつ信頼できる税理
士にチェックしてもらえるということで顧問先の評判も上々。 

これからの会計事務所の戦い方は規模ではなく、高付加価値と生産性。STREAMEDは今後も高敏
晴会計事務所の業務効率化に貢献していきます。

クラウド会計ソフトとのセットでお客様に提案しています
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会計事務所プランのご利用料金

• 有料登録した初月は月額利用料0円です。利用した分の自動データ化料だけ課金されます。 

• 月額利用料には毎月100件まで自動データ化が含まれ、101件目から1件につき20円加算されます。 

• 顧問先や職員の方を何名追加しても料金は変わりません。 

• 自動データ化は領収書と請求書は1枚ごと、通帳は1行ごとに20円課金されます。 

• お支払いにはクレジットカードが必要です。毎月1日に、当月分の月額利用料と、前月の自動データ化分を集計した合計金額を課金します。 

• やむをえずクレジットカードでの購入が難しい場合はご連絡ください。 

• スキャナは別売りです。

月額利用料 
12,000円

自動データ化料 
1件20円

- 自動データ化100件込み - - 100件を超えたら使った分だけ -
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会計事務所プランの導入に関して
ご不明なことは、何でもお気軽に
STREAMEDサポートチームまでお
問い合わせください。東京都内の
場合は事務所にお伺いしてサービ
スをご説明することも可能です。

導入の流れ

お問い合わせ 無料でお試し 有料登録 導入後サポート

03-6380-9976 info@streamedup.com

スキャナがなくても、無料で自動
データ化の感触をお試しいただく
ことができます。自動データ化30
件まで無料でお試しいただけます。
期限は無制限です。

無料お試しで実感していただけたら
有料登録をしてください。
STREAMEDにログインしてクレジッ
トカードで簡単に登録ができます。
専用タブレット＆スキャナセット
も一緒に購入いただけます。

使い方やよくある質問はこちらの
ヘルプをご覧ください。また、ご
不明なことがあれば、何でも気軽
にお問い合わせください。

運営：株式会社クラビス STREAMEDサポートチーム

mailto:info@streamedup.com
http://streamedup.com/contact-form/
http://streamedup.com/contact-form/
http://streamedup.com/register-ac.php
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会社概要

会社名 ：株式会社クラビス      

設立 ：2012年12月3日         

所在地 ：東京都千代田区九段南2-4-12 アビスタ九段ビル3階      

資本金 ：41,000,000円      

代表 ：菅藤達也         

サイト ：http://streamedup.com      

メール ：info@streamedup.com      

電話 ：03-6380-9976        

mailto:info@streamedup.com

